
福祉保健局家庭支援課　  ☎03-5320-4090　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
東京都児童相談センター　☎03-5937-2305　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/
東京OSEKKAI化計画　    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/

お問い合わせ

　児童虐待とは、保護者によって子供に加えられた
行為で、身体的虐待･性的虐待･心理的虐待･ネグレ
クト(養育の放棄か怠慢)に分類されますが、ほとん
どの場合、それぞれが重複して起こっています。
　昨年度、都内の児童相談所で児童虐待の通告に
対応した件数は12,494件で、この10年間で約4倍
となっています。
　虐待は、皆さんのちょっとした｢目配り｣｢気配り｣
で防ぐことができます。

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。

● 不自然な傷がある
● 衣服や身体がいつも汚れている　など

● 地域の中で孤立している
● 子供のけがや病気を放置している
●  小さな子供を置いたままで度々外出している
など

虐 待 の サ イ ン

 月〜金 9時〜21時   土･日･祝 9時〜17時（年末年始を除く）
聴覚･言語障害者専用ファクス 03-3366-6036

児童相談センター電話相談室

優しく、温かく、親子を見守る
O
お せ っ か い
SEKKAIくん

児童虐待防止推進月間

子育ての悩みや困っていることを相談して下さい

11月は

通告内容が間違っていた場合でも､
通告をした人が責任を問われることはありません｡

｢虐待かな｣と思ったら迷わず､
児童相談所全国共通ダイヤル相談は､お住まいの区市町村の子供家庭支援センターか

児童相談所で受け付けています｡

189 へ
いち はや く

☎03-3366-4152

子 供 の 様 子

親 の 様 子

世帯と人口東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/　　都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

平成29年
（2017年）
11月1日発行
霜月 しもつき　

第867号

690万6,375世帯　人口1,373万7,475人（男：676万7,838人　女：696万9,637人）
＊参考：外国人数50万7,797人

29年9月1日
現在の推計

東京2020パラリンピック
カウントダウンイベント
｢みんなのTokyo 2020
1000 Days to Go!｣ 開催

多摩地域のスポーツ拠点
武蔵野の森総合スポーツプラザがオープン

3

4 11月19日は｢備蓄の日｣
1年に1度は備蓄の確認を

12 

女性が輝くTOKYO懇話会
知事とゲストが女性のキャリア形成について
語りあいます

3
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スポーツ

働　く

パラスポーツのイベント開催

オリンピック･パラリンピック準備局パラリンピック部　☎03-5388-2882　https://www.para-sports.tokyo/お問い合わせ

　東京2020パラリンピック競技大会開催までちょうど1000日前となる11月29日に、カウントダウンイベントを開催します。皆さんぜひご参加下さい。

東京2020パラリンピックカウントダウンイベント
「みんなのTokyo 2020 1000 Days to Go!」 

開催日 　11月29日
場　所 　東京スカイツリータウン®スカイアリーナ
内　容 　◦�パラリンピアン等によるトークセッション

◦�1000日前デーカウンターの展示
◦�赤･青･緑の3色のアギトスカラーでの東京スカイツ
リー®のライトアップ
◦�「1000�Days�to�Go!�オフィシャルムービー」の放
映　など

日　時 　12月21日 14時
会　場 　東京ウィメンズプラザ
定　員 　�250人
出　演 　�治部れんげ（ジャーナリスト）、星野朝子（日産

自動車専務執行役員）、山下浩子（P＆Gジャパ
ン広報担当マネージャー）、小池知事

申　込 　�12月8日までに か所定の申込書（ で入手
可）をファクスで東京都生活文化局男女平等参
画課 03-5388-1331へ。6ヶ月〜未就学児
の託児有（10人）。応募多数の場合抽選。

お問い合わせ オリンピック･パラリンピック準備局パラリンピック部　☎03-5388-2496　https://tokyo2020.jp/jp/special/1000daystogo/

　東京都は、女性の活躍推進について広く発信と提言を行
うため、「女性が輝くTOKYO懇話会」を開催します。小池知
事と社会の第一線で活躍するゲストが女性のキャリア形成
について語りあいます。

女性が輝くTOKYO懇話会
「"わたし色"に未来を
   描こう〜働く前から
   考えるキャリアデザイン」

生活文化局男女平等参画課　
☎03-5388-3189　
http://www.tokyo-danjo.jp/women/

お問い合わせ

　車いすフェンシングは、車いすに座った選手が、相手を剣で突いてポイントを競う競技で
す。基本的に一般のフェンシングと同じルール、用具で行われますが、「ピスト」という装置
に車いすを固定し、上半身だけで戦うという特色があります。種目は、「フルーレ（メタルジャ
ケットを着た胴体のみの突き）」「エペ（上半身の突き）」「サーブル（メタルジャケットを着た上
半身の突き、斬り）」の3つがあります。1960年第1回ローマパラリンピック大会から正式競
技として行われ、特にヨーロッパで盛んなスポーツです。
　車いすフェンシングは、座った姿勢で行うので、フットワークが使えないため、剣のコント
ロールとスピードが勝負を分ける大きなポイントになります。また、対戦相手との距離が近
いため、高い集中力や精神力が求められ、試合開始後数分で体中に汗をかくほどの過酷な競
技です。こうした緊張感の中で繰り広げられる、選手たちの迫力ある華麗な剣さばきと駆け
引きが見どころです。

　東京都出身の笹島貴明選手は、「0.1秒で決着する攻防
に必要な、瞬時の判断力と技術、さらに対戦の中で繰り広
げられる戦略の奥深さが魅力です。金メダル獲得経験の
ある香港のコーチの指導のもと、選手一同、東京2020大
会のメダル獲得を目指します」と語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表選手を、皆さんぜひ
注目して下さい。

東京2020大会のメダル獲得を目指す

オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7480お問い合わせ

京都ナショナルトレーニングセンターで
　写真提供　日本車いすフェンシング協会

「BEYOND FES 渋谷」 渋谷の街でパラスポーツに触れよう！
　パラスポーツを応援する人を増やすプロ
ジェクト「TEAM BEYOND」の一環として、
渋谷マークシティを中心に、パラスポーツの
魅力を体験･体感できるイベント「BEYOND 
FES 渋谷」を開催しています。

開催期間 　11月11日 まで
会　場 　渋谷マークシティほか渋谷駅周辺
内　容 　◦パラスポーツを体験･体感できるステージ

◦パラスポーツの競技大会情報や競技の魅力の紹介
◦パラスポーツをテーマにしたマンガ等の展示
◦�「TEAM�BEYOND」メンバー登録者へのスペシャルプレゼント
◦�パラスポーツを応援したくなる音楽･映像コンテスト「BEYOND�
AWARD�2017」（映像部門）受賞候補作品の放映

  「1000 Days to Go!」 
  わたしの参加宣言キャンペーン
　1000日後の東京2020大会に、自分がどのように関わっていきたいかを宣言する
ことで、スペシャルな体験や限定グッズが当たるキャンペーンを実施しています。
期間／12月4日 17時まで
参加方法／Twitterアカウントからの参加宣言か、「TOKYO�2020�ID（メールマガジ
ン）」への登録。詳細はホームページで。

てえしお

今回は、パラリンピックの車いすフェンシングを紹介します。

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・
40

※�開催時間等詳細はホームページをご覧下さい。
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医　療　都　債

交　通

防　災

Before After

　30年4月1日から、東京都大気汚染医療費助成制度の
改正に伴い、9年4月1日以前に生まれた方に一部自己負
担が生じます。18歳未満の方はこれまでと同様、窓口で
の自己負担はありません。

◦�30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対
する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円まで
が自己負担となります。
◦�月額の自己負担額は、各医療機関など（病院･診療所･薬
局）で「自己負担限度額管理票（東京都大気汚染医療費
助成用）※」に記載してもらい、管理します。

※�「自己負担限度額管理票（東京都大気汚染医療費助成用）」は、
30年4月1日から使用する新しい医療券と一緒に2月頃まで
にお送りします。都医療券と一緒に同票を必ず医療機関の
窓口で提示して下さい。

　道路と交差する鉄道を一定区間連続して高架化や地下化す
ることにより、多くの踏切を一挙になくす事業です。昨年度
は、京浜急行本線･空港線（京急蒲田駅付近）など3事業が完了
するなど、これまでに395か所の踏切をなくしてきました。
引き続き、交通渋滞や踏切事故の解消に向け、事業を推進し
ていきます。

　鉄道による地域分断が解消され、駅周辺の再開発等が進
み、まちが生まれ変わります。また、新たに生み出される高架
下の空間は、商業施設や保育所等有効に活用され、利便性が
向上します。

　この債券により集められる資金は、都市の緑化や豪雨対策等の環境事業に活用されます。 東京都大気汚染医療費
助成制度改正のお知らせ

気管支ぜん息の   医療券をお持ちの方へ東京グリーンボンド（外貨）を発行します

日　時 　11月19日 12時〜17時
会　場 　新宿駅西口広場
内　容 　�専門家によるミニセミナー、防災ワークショップ、災害時

に役立つ防災グッズの配布（数量限定）など

福祉保健局環境保健衛生課　
☎03-5320-4492　財務局公債課　☎03-5388-2681　 お問い合わせ

お問い合わせ

　都内にある1,050か所の踏切のうち、「開かずの踏切」は、200か所以上に達し、全国の約
半数を占めています。これらの踏切は朝夕のラッシュ時に、ほとんど遮断されたままで、交
通渋滞の大きな要因となるだけでなく、踏切事故の危険性もはらんでいます。
　東京都は、こうした「開かずの踏切」をなくし、道路交通の円滑化を図るため、道路整備の
一環として、連続立体交差事業を進めています。

　いつ起こるか分からない自然災害
に対して、各家庭で食料品や生活必
需品の備えをすることが大切です。
　東京都では、日常備蓄の考え方
や、災害時の自宅での生活に必要な
知識を楽しみながら学べるイベント
を開催します。ぜひ会場にお越し下
さい。

「開かずの踏切」をなくし、まちづくりを促進します！

11月19日は「備蓄の日」　
1年に1度はびち（1）く（9）の確認

東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県に在住･在勤･在
学の個人の方、同エリア
内に主たる事務所･事業
所を有する法人･団体

100億円相当の�
オーストラリアドル

5年

仮条件決定��11月24日
条件決定�����12月��7日

12月8日 〜19日

※発行条件の詳細は、決定次第ホームページで公表します。
※�市場環境等の変化により発行予定が変更になる場合があります。
※商品内容を十分にご確認下さい。

みずほ証券　 0120-324-390
大和証券　 0120-010101
野村證券　 0120-00-8657
三菱UFJモルガン･スタンレー証券　 0120-532-346
SMBC日興証券　 0120-250-438

◦�外貨建て債の売り出しは、取扱金融機関によって行われます。

今年度、円貨建て債の発行を休止します。

建設局鉄道関連事業課　☎03-5320-5331　

総務局防災管理課　☎03-5388-2549　

お問い合わせ

お問い合わせ

備蓄の日フェスタ2017

連続立体交差事業とは

まちづくりを促進

変更内容

取扱金融機関

防サイくん

「日常備蓄」
について
学ぼう!

都

 備蓄キャラバンも開催！
❶11月11日 、ららぽーと立川立飛で。❷17日 、品川シーサイ
ドで。いずれも12時〜16時。日常備蓄に関するミニステージ、ク
イズ、ワークショップ、日常備蓄品を活用したレシピの紹介、防災
グッズの配布（数量限定）など。

購入対象者 発行額

期間（年限）

利率公表予定日

売出期間

詳細は、仮条件決定日以降、下記の取扱金融機関にお問い合わせ下さい。

京急蒲田駅
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　地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公共団体の
職員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。
  都には、法律に基づき、専門的で中立的な人事機関として人事委員会が設置さ
れており、人事委員会は毎年、都内の民間企業（企業規模50人以上、かつ事業所
規模50人以上の事業所※）の給与の実態を調査して、都の職員の給与について勧
告を行っています。この人事委員会勧告に基づき、都議会の審議を経て条例によ
り給与が決定されます。このため、都職員の給与決定の仕組みは、民間企業の給
与水準を適正に反映するものとなっています。
※28年については都内10,533事業所から1,201事業所を無作為抽出

　都では、これまでの職責･能力･業績を重視する人事給与制度の見直しにより、
年功的な給与上昇を抑制し、職責差が適切に反映される仕組みとするとともに、
昇給や勤勉手当において、努力し、成果を上げた者に対する適正な処遇の確保
を進めてきました。
〈主な取り組み〉
◦�昇給カーブのフラット化や職務実態を踏まえた職級統合等により、職責差を

適切に給料に反映

◦�55歳以上の職員の昇給抑制
◦�全職員へ勤勉手当の成績率（ボーナス査定）を導入し、査定幅についても拡大

することで、職員一人一人の努力や業績を適正に反映
◦�行政職給料表（一）および公安職給料表の部長級については、給料月額を定額

化し、昇給を廃止することで、職責･役割をより一層反映
◦�住居手当について、持ち家に係る手当を廃止し、対象者を家賃負担の重い35

歳未満の職員に限定
◦�退職手当について、在職年数比例分を大幅に引き下げるとともに、職責反映

分を拡充する構造見直しを実施

　これらの都独自の給
与構造改革や、職員定
数の設定に不断の努力
を重ねてきた結果、28
年度普通会計決算の人
件費は、11年度と比べ、
3,167億円（17.2％）の
減となっています。

これまでの人事給与制度改革

昇給カーブを
早期に寝かせ
フラット化

職級間の
職責差を
明確化

見直し前 見直し後

（
給
与
月
額
）

（
給
与
月
額
）

（年齢） （年齢）

（億円）

11年度 28年度

18,408億円

15,242億円

▲3,167 億円
（▲17.2％）

総務局人事部　☎03-5388-2471　お問い合わせ

《イメージ》

（注）表示単位未満を四捨五入して表示しています。

　東京都は、福祉･医療･教育･土木･警察･消防など都民生活に密接にかかわる仕事を行ってお
り、これに携わる職員が約17万1千人（表8）います。
　都職員の給与は、都議会の議決によって定められる給与条例や、これに基づく規則などによっ
て明らかにされていますが、都民の皆さんに一層のご理解をいただくため、そのあらましを紹介
します。なお、詳細はホームページに掲載します。

都職員の 給与の状況

給与の概要

人件費の内訳（28年度普通会計決算）

職員給与費の状況（28年度普通会計決算）

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況
（一般行政職）（29年4月1日現在）

一般行政職の級別職員数の状況（29年4月1日現在）

職員の初任給（給料）の状況（29年4月1日現在）

人件費の状況（普通会計決算）

特別職の給料・報酬、期末手当の状況（29年4月1日現在）

昇給への勤務成績の反映状況（知事部局所属の職員）

職員数の状況 部門別職員数の状況と主な増減理由（29年4月1日現在）

職員の平均給料月額、平均給与月額および
平均年齢の状況（29年4月1日現在）

原
則
と
し
て
毎
月
支
給
さ
れ
る
も
の

給　料

期末・勤勉
手当

地域手当

扶養手当

通勤手当

その他

その他

退職手当

特殊勤務手当

超過勤務手当

住居手当

一
定
時
期
に
支
給
さ
れ
る
も
の

き
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

例
年
支
給
さ
れ
る
も
の

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
も
の

仕事の内容や責任に応じて給料表、級などによって
区分されており、民間でいう基本給に相当するもの

管理職手当、初任給調整手当など

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に
従事したときに支給される手当（都全体で40種類、全職員に対する
支給職員割合40.9％、支給職員1人当たり平均支給月額13,320円）

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当
（職員1人当たり平均支給月額29,585円）

夜勤手当、宿日直手当など

退職時に支給される一時金（表4参照）

（注）諸手当は、いずれも29年勧告前の金額および月数

民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して
支給される手当
地域区分により給料、扶養手当、管理職手当の合計額
の20％〜0％

（職員１人当たり平均支給月額66,888円）

区　　　　分 都 国
配　偶　者 10,000円 10,000円

子 各7,500円 各8,000円
その他親族等 各6,000円 各6,500円

16歳〜22歳の子が
いる場合の加算 各4,000円 各5,000円

（一般職員の例）

区　分
部　門

職員数（人） 対前年
増減数（人） 主な増減理由28年 29年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 149 149 0

◦ 2020年オリンピック・パラリン
ピック大会の開催準備、児童相談所
の体制強化、税務事務充実に伴う増

◦ 東京都保健医療公社等の派遣職員の
減、東村山老人ホームの廃止

総　　務 3,169 3,395 226
税　　務 2,952 3,009 57
労　　働 669 678 9
農林水産 615 624 9
商　　工 491 504 13
土　　木 4,811 4,926 115
民　　生 2,828 2,871 43
衛　　生 2,869 2,829 △ 40

計 18,553 18,985 432 （参考:人口10万人当たり職員数　139.91人）
教 育 部 門 64,630 65,182 552

◦ 学級数および児童･生徒数の増など警 察 部 門 46,865 47,223 358
消 防 部 門 18,840 18,657 △ 183
小　　計 148,888 150,047 1,159 （参考:人口10万人当たり職員数　1105.75人）

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 7,187 7,307 120
◦救命救急体制の強化など

◦執行体制の見直しなど

交　　通 6,352 6,531 179
水　　道 3,563 3,643 80
下　　水 2,360 2,449 89
そ の 他 909 938 29
小　　計 20,371 20,868 497

合　　計 169,259
［166,819］

170,915
［167,577］

1,656
［758］（参考:人口10万人当たり職員数　1259.54人）

（注）①�職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員な
どを含み再任用短時間勤務職員、臨時職員および非常勤職員を除きます。
②�［�����］内は、条例定数の合計であり、再任用短時間勤務職員を含み、休職者、派遣職員、臨
時職員および非常勤職員などを除きます。

区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一 般 行 政 職 314,841円 445,081円 41.5歳
警　　察　　職 317,997円 492,284円 38.8歳
小中学校教育職 340,459円 440,863円 40.7歳
高等学校教育職 359,788円 465,684円 43.9歳
技 能 労 務 職 293,011円 395,511円 49.3歳

（注）①「平均給与月額」とは、給料に諸手当を加えたものの平均月額です。
②「平均給与月額」には、期末･勤勉手当（いわゆるボーナス）は含まれていません。

区　　分 5　級 4　級 3　級 2　級 1　級 計標準的な職務内容 部　長 課　長 課長代理 主　任 主　事

職員数（人） 417 1,362 5,907 5,581
（609）

7,402
（53）

20,669
（662）

構成比（％） 2.0 6.6 28.6 27.0
（92.0）

35.8
（8.0）

100.0
（100.0）

参
考

１年前の
構成比（％） 2.0 6.5 29.1 26.6

（90.0）
35.8 

（10.0）
100.0

（100.0）
５年前の

構成比（％） 2.0 6.4* 34.1* 25.3
（94.4）

32.2
（5.6）

100.0
（100.0）

（注）①都の給与条例に基づく行政職給料表（一）の級区分による職員数です。
②標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
③（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
④*は、それぞれ旧3級･旧4級、旧5級･旧6級の合計となっています。

区　　分 都 国

一般行政職
Ⅰ類（大学卒） 182,700円

総合職　182,700円
一般職　178,200円

Ⅲ類（高校卒） 144,600円 　　　　146,100円

警察職
Ⅰ類（大学卒） 210,100円

総合職　209,900円
一般職　206,900円

Ⅲ類（高校卒） 177,300円 　　　　168,400円

教育職
大学卒 196,300円 -
短大卒 179,400円 -

（注）この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

区分 歳出額（A） 人件費（B） 人件費比率（B）/（A）
28年度 67,439億円 15,242億円 22.6%

27年度 69,347億円 15,042億円 21.7%

区　　分 給料・報酬の月額 期末手当

給
　
料

知　事 582,400円（1,456,000円）
   6月期　1.575月
 12月期　1.725月
  　　計　　 3.3月

副知事 1,189,000円
   6月期　1.575月
 12月期　1.725月
  　　計　　 3.3月

教育長 1,107,000円
   6月期　1.575月
 12月期　1.725月
  　　計　　 3.3月

報
酬

議　長 1,016,800円（1,271,000円）    6月期　1.575月
 12月期　1.725月
  　　計　　 3.3月

副議長  917,600円（1,147,000円）
議　員 817,600円（1,022,000円）

（注）①�特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される｢東京都特別職報酬等審議会｣の答申
に基づき条例で定められています。
②�知事、議長、副議長、議員は、特例条例により、給料･報酬等を減額しています。（　）内は、
減額前の月額です。

区　　　　　分 28年度 29年度
職　　員　　数　　（Ａ） 11,717人 12,156人

勤務成績の区分が「上位」または
「最上位」に決定された職員数（Ｂ）   3,270人   3,393人

比　　率　（Ｂ）／（Ａ） 27.9% 27.9%
（注）�勤務成績の区分が｢上位｣または｢最上位｣の職員は、｢中位｣の職員と比べて基本的に1、2号

拡大された昇給幅が付与されます。

区　　分 都 国
期末 勤勉 期末 勤勉

６月期 1.225月
（0.65月）

0.90月
（0.425月）

1.225月
（0.65月）

0.85月
（0.40月）

12月期 1.375月
（0.80月）

0.90月
（0.425月）

1.375月
（0.80月）

0.85月
（0.40月）

合計 4.40月
（2.30月）

4.30月
（2.25月）

職務段階別加算 有 有
（一般職員の例。（�）内は、再任用職員に係る支給割合）

世帯主等

管理職を除く年度末
年齢35歳未満で、月額
15,000円以上の家賃
を支払っている場合
15,000円

賃貸住宅に居
住する場合
支給限度額
27,000円

交通機関利用者
（電車、バス等）

原則6ヵ月定期券額
を支給
1ヵ月当たりの支給
限度額
55,000円

原則6ヵ月定
期券額を支給
1ヵ月当たり
の支給限度額
55,000円

交通用具使用者
（車、自転車等）

通勤距離に応じて
原則6ヵ月分を一括
支給

通勤距離に応
じて1ヵ月ご
とに支給

代表的な
手当の
名称

支給額の
多い手当

深夜特殊業務手当、交替制勤務
者等業務手当、捜査等業務手当、
警ら手当、救急手当

支給対象職員
の多い手当

深夜特殊業務手当、出動手当、捜査
等業務手当、警ら手当、救急手当

図1

図2

図3

図4

表3

表2

表1

表5

表6

表7

表8

表4退職手当の状況（29年4月1日現在）

区　　分 都 国
普通退職 定年等退職 普通退職 定年等退職

支
給
率

勤続20年 23.5月分 23.5月分 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 31.5月分 31.5月分 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 45.0月分 45.0月分 41.325月分 49.59月分
最高限度 45.0月分 45.0月分 49.59月分 49.59月分

加算措置 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）
（注）①�普通退職とは自己都合などによる退職をいい、定年等退職とは定年（原則60歳）、勧奨など

による退職をいいます。
②�28年度に退職した職員1人当たりの平均支給額は、普通退職で241万円（平均勤続年数6年
11月）、定年等退職で2,262万円（平均勤続年数34年0月）となっています。

（注）①諸手当は含まれていません。
②�一般行政職とは一般職員のうち消防職、企業職、医療技術職、税務職、技能労務職など
を除いた職員です。

0

10年

15年

20年

100,000 200,000 300,000 400,000（円）

高校卒
大学卒

229,773円
282,401円

278,124円
329,704円

312,497円
369,920円

総額
15,242億円

給与費総額
11,196億円
職員数　148,888人
1人当たり給与費
7,520千円

期末・勤勉
手当
2,689億円
24.0％

職員手当
2,658億円
23.7％

警察関係
4,880億円
32.0％

消防関係
1,958億円
12.8％

一般行政関係
1,723億円
11.3％

教育関係
6,681億円
43.8％

給料
5,850億円
52.3％

総額
15,242億円

給与費総額
11,196億円
職員数　148,888人
1人当たり給与費
7,520千円

期末・勤勉
手当
2,689億円
24.0％

職員手当
2,658億円
23.7％

警察関係
4,880億円
32.0％

消防関係
1,958億円
12.8％

一般行政関係
1,723億円
11.3％

教育関係
6,681億円
43.8％

給料
5,850億円
52.3％

（注）①�都の会計は、一般会計、特別
会計、公営企業会計に分か
れています。普通会計とは、
一般会計と大部分の特別会
計を加えて、会計間の重複
などを控除して得られる統
計上の会計です。
②�表示単位未満を四捨五入し
て表示しています。

（注）①�給与費は、人件費から退職
手当、議員報酬、社会保険料
の事業主負担分である共済
費などを除いたものです。な
お、この図には公営企業会
計および特別会計の職員給
与費は含まれていません。
②�職員手当のうち主なものは、
扶養手当138億円、地域手
当1,208億円、通勤手当206
億円、超過勤務手当534億
円などです。
③�表示単位未満を四捨五入し
て表示しています。
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与
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都営住宅入居者�

　【問合先】JKK東京（東京都住宅供給公
社）都営住宅募集センター☎0570-010-
810（11月1日〜15日）、☎03-3498-8894

（その他の期間）、いずれも 除く。
　募集戸数／①家族向・単身者向（一般
募集住宅）1,910戸②若年夫婦・子育て
世帯向（定期使用住宅）750戸。募集案
内・申込書の配布／11月1日〜10日（

除く）に都庁、区市町村窓口、同募集
センター・各窓口センターで。3日 ・4
日 ・5日 は、9時30分〜17時に東京
観光情報センター（都庁第一庁舎1階）で。

からも入手可。申込／郵送で11月15日
（必着）までに渋谷郵便局へ。今回から内
容に変更有。変更点等詳細は で。

産業技術大学院大学
第3期入試�

　社会人対象特別入試・自己推薦入試な
ど（30年4月入学）。専攻／情報アーキテ
クチャ・創造技術。試験／11月19日 。
出願／11月13日（必着）まで。主な受験資
格／大学卒業（見込み含む）か同等以上。
募集要項等詳細は で。

同大学教務学生入試係☎03-3472-
7834

す。発症率を低くするためには、①1歳に
なるまでは、寝かせる時はあおむけに寝
かせましょう。②できるだけ母乳で育てま
しょう。③たばこをやめましょう。
SIDS電話相談☎03-5320-4388（毎
10時〜16時、 除く）

福祉保健局家庭支援課☎03-5320-
4368

11月9日〜15日秋の火災予防運動
「ファイヤーフェスタin新宿歌舞伎町」�
　11月9日 9時〜12時、新宿東宝ビル
で。一日消防署長・山本耕史（俳優）によ
る防火防災トークイベントや消防演習、パ
レードなど。

東京消防庁広報課☎03-3212-2111
内線2308

11月12日〜25日は女性に対
する暴力をなくす運動期間�

　配偶者からの暴力、デートDV、性犯罪、
売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為や人身取引など、女性に対する
暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な
人権侵害です。一人で悩まず相談を。
東京ウィメンズプラザ☎03-5467-
2455、9時〜21時。東京都女性相談セン
ター☎03-5261-3110、9時〜20時（

除く）。東京都女性相談センター多摩
支所☎042-522-4232、9時〜16時（

除く）。いずれも年末年始を除く。
【夜間・緊急の場合】警察（事件発生時）
110番。東京都女性相談センター（夜間・
休日のみ）☎03-5261-3911。

同プラザ☎03-5467-1711

11月16日〜12月15日は
東京都エイズ予防月間�

　期間中は、検査の拡充、啓発ライブイ
ベント、講演会などを実施します。

福祉保健局感染症対策課☎03-5320-
4487

11月25日〜12月1日は犯罪被害者週間
「犯罪被害者週間行事�in�東久留米」�
　12月2日 14時〜16時50分、まろに
えホールで。当日先着250人。講演／「い
のちの重さを見つめ続けた16年」本郷由
美子（池田小事件遺族）、コンサート（警視
庁音楽隊）。手話通訳有。一時保育有（11
月17日までに要事前申込）。

東久留米市生活文化課☎042-470-
7738か総務局人権施策推進課☎03-
5388-2589

11月は
ヤミ金融被害防止強化月間�

　「ヤミ金融被害防止キャンペーン」11月
4日 ・5日 10時〜16時、昭和記念公
園で。6日 〜11日 10時〜20時、新橋
SL広場で。パネル展示やグッズ配布など。

「一都三県ヤミ金融被害防止合同キャン
ペーン」14日 12時30分〜17時30分、
新宿駅西口広場で。無料法律・家計相談
など。

産業労働局貸金業対策課☎03-5320-
4793、貸金業者に関する苦情・相談☎
03-5320-4775

11月は乳幼児突然死症候群
（SIDS）対策強化月間�
　SIDSは、それまで元気だった赤ちゃん
が、睡眠中に突然死亡してしまう病気で

までにお納め下さい。
主税局相談広報班☎03-5388-2924

11月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等1,000万円くじ（100円）    　　1日
◦1等100万円スクラッチ（200円）　 1日
◦1等50万円スクラッチ（200円）     15日
◦年末ジャンボ宝くじ（300円）  27日
　（1等前後賞合わせて10億円）
◦年末ジャンボミニ（300円）  　      27日
　（1等前後賞合わせて7,000万円）
◦年末ジャンボプチ700万（300円）  27日
　（1等700万円）　　　　
◦1等30万円スクラッチ（200円）     29日

財務局公債課☎03-5388-2685

都議会提供テレビ番組�

　「トウキョウもっと!2 元気計画研究所」
11月4日 19時〜20時（再放送5日 14
時）、TOKYO MXで。司会／いとうせい
こう。「都民がもっと継続して省エネを実
践するために！」をテーマに有識者と都議
会議員が討論。　　

議会局広報課☎03-5320-7124

緊急情報伝達試験を
11月14日に実施　�

　11月14日 11時ごろ、全国一斉に全
国瞬時警報システム（Jアラート）を用いた
緊急情報伝達試験が実施されます。試験
時には、都内の多くの区市町村で防災行
政無線等による「これは、Jアラートのテ
ストです」（予定）という放送や、防災情報
メール送信等が行われます。詳細は各区
市町村へお問い合わせ下さい。

総務局防災管理課☎03-5388-2587

プレミアム付き宿泊旅行商品券
「しまぽ通貨」発売中�
　東京諸島11島の宿泊や飲食等の加盟
店で使える10,000円分の電子旅行商品
券を7,000円で販売中。利用にはスマート
フォン・携帯電話が必要。
販売・利用期間／3月31日まで。購入・
利用方法など詳細は で。

しまぽ通貨事務局コールセンター☎
0570-001542か産業労働局観光部☎
03-5320-4767

11月は個人事業税
第2期分の納期�

　8月に送付した納付書で､11月30日

ひきこもり等の若者支援を
実施する団体��

　訪問相談、居場所の提供、社会体験活
動を行う団体の募集説明会を開催。説明
会／11月17日 ･30日 18時、都庁で。
応募には説明会の参加が必須。申込／各
開催日前日17時までに電話で青少年･治安
対策本部青少年課☎03-5388-2257へ。

東京マラソン2018「マラソン祭り」
ランナー応援イベント出演者�

　2月25日 。東京マラソンのコース沿
道イベント会場で、演奏やダンスなどのパ

フォーマンスで盛り上げ、ランナーを応援
いただける方、100組程度。申込／11月
1日〜30日に で。

同運営事務局☎03-6865-1959（10
時〜18時、 除く）

11月の月間・キャンペーン

　「テーラー中田」の店内に並ぶのは、
それぞれの顧客の体型やニーズに
合った、世界に1つだけのスーツやコー
ト類。中田雅頼さんは、丁寧な型取り
と採寸、精密な裁断･裁縫の過程を通
して、オーダーメイドの紳士服を仕立
てていく。その着心地の良さや耐久性
から、40年以上付き合いのあるお客
さんもあり、品質への信頼は厚い。
　中田さんの仕事場には、ひときわ目
を引く年代物の足踏みミシンがある。
｢25歳で独立した時に購入したもの。
電動ミシンも使うが、精密な仕事をす
るには手動がいい｣。半世紀以上、中
田さんの仕事を支えてきた相棒は、今
も現役だ。
　ここまで続けてこられた秘訣は、「辛
抱｣だと話す｡｢物を覚えるには、それな
りの辛抱と努力が無いと出来ない。我
慢して作業に臨めば、仕事はおもしろ
くなってくる｣と、個人の能力、得手･
不得手を越えた仕事への心構えを語っ
てくれた。
　また、修行時代から、師匠の教えで

｢体に合ったスーツを作るには裁断が肝心｣
と語る中田さん

もある｢お客様第一｣の信条で仕事を
してきた。お客さんに｢良くできてい
る」｢着ていて気持ちが良い｣と言われ
るのは､｢疲れが吹き飛ぶし、言われた
瞬間は嬉しさで、お金のことは忘れて
いる｣という。
　お客さんの喜びの声を聞く幸福な
瞬間を求め、これからも働く人々の
スーツを心を込めて仕立てていく。

■東京マイスター ＷＥＢサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

「辛抱」が大事

一級紳士服製造技能士
中
なか

田
た

　雅
まさ

頼
より

さん（平成22年度受賞）



働　く

催　し
東京都公文書館
「東京府・東京市行政文書の世界」�
　10月30日〜12月1日、9時〜16時30
分（ は休館）。国指定重要文化財の
行政文書を紹介。明治前期を中心に、西
南戦争等の原文書を展示。

同館☎03-3707-2604

土砂災害防止に関する
絵画・作文の展示�

　①11月10日 まで、新宿プロムナード・
ギャラリーで。②23日 〜12月5日 、
本所防災館で。③8日 〜20日 、立川
防災館で。

建設局指導調整課☎03-5320-5406

東京都食育フェア�

　11月11日 ・12日 10時〜16時、
代々木公園で。楽しく食を学ぶクイズ・
ゲームやステージイベント等。東京産食材

の試食（数量限定）・販売なども。
産業労働局食料安全課☎03-5320-

4880

「#ちょいボラ」�in�Shibuya
StreetDance�Week�2017�

　12月3日 11時〜15時45分、代々木
公園で。ボランティア活動のきっかけとな
る体験、パネル展示など。

生活文化局地域活動推進課☎03-
5388-3156

「障害者週間」記念の集い
ふれあいフェスティバル�

　12月4日 13時〜15時10分、都庁大
会議場で。高田裕士（デフリンピック陸上
選手）・千明（パラリンピック陸上選手）夫
妻によるトークショー、ミニコンサートな
ど。当日直接会場へ。

福祉保健局障害者施策推進部☎03-
5320-4147、 03-5388-1413

※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP ＝ホームページ、FAX＝ファクス、 ＝フリーダイヤル
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都庁では により情報を発信しています！

とうきょう介護と仕事の両立応援
デスク（電話・メール相談）を開設�

　働く人・企業担当者向け。専門の相談
員が対応。☎0570-0

おうえん

0-8
はたらくかいご

915。 〜
11時〜20時、 9時〜17時、 ・ ・年
末年始休業。メール相談等詳細は へ。

産業労働局労働環境課☎03-5320-
4649

クリーニング師試験�

　資格／中学校卒業か同等以上の学力
のある方。試験／（学科）1月27日 、（実
地）30日 か31日 。受験料／10,800
円。願書受付／12月8日（消 印）までに
〒163-8001東京都福祉保健局健康安全
課（☎03-5320-4358）へ郵送か、6日 ・ 
7日 に同課へ持参。願書は11月1日
から同課で配布。

職業能力開発センター1月生�

　①一般／溶接、配管、介護サービスな
ど7科目（6カ月）。②高年齢者（おおむね
50歳以上）／ビル管理、電気設備管理（6
カ月）。施設警備、生活支援サービス、マ
ンション維持管理、クリーンスタッフ養成

（3カ月）。選考／12月5日 。申込／11

月22日 までに住所地のハローワークか
各センター・校へ。教科書・作業服代等
は自己負担。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

ものづくり企業就職セミナー�

　11月17日 13時30分、東京しごとセ
ンターで。44歳以下の求職者、70人。堀
口徹（江戸切子職人）による講演など。
・ 同センター☎03-5211-2851

東京アビリンピック（東京障害者
技能競技大会）出場選手募集�

　2月18日 、職業能力開発総合大学校
で。種目・定員／身体・知的・精神障害
者 :ワープロ12人、DTP10人、ホームペー
ジ5人、表計算7人、オフィスアシスタント
15人、ビルクリーニング14人、喫茶サー
ビス15人。視覚障害者:パソコン操作10
人。知的障害者 :パソコンデータ入力10
人。申込／11月6日〜24日（必着）に所定
の申込書（ で入手可）を郵送で高齢・障
害・求職者雇用支援機構（〒130-0022墨
田区江東橋2-19-12）へ。

同機構☎03-5638-2794か産業労働
局能力開発課☎03-5320-4717

毎年11月の酉の日に、鷲
おおとり

神社と長
ちょう

國
こく

寺
じ

で行われる開運招福･商売繁盛を
願うお祭り。今年は6日 ･18日 ・
30日 に開催。境内には見上げる高
さまで熊手が並び、縁起物を求める人たちの熱気で包まれる。

(25年11月27日、台東区千束で)

浅草酉
とり

の市

　伝統的工芸品月間国民会議全国大会は、伝統的工芸品への理解と普及を目的として、毎年11月に開
催されます。ぜひお越し下さい。

東京都伝統的工芸品月間推進協議会事務局（産業労働局経営支援課内）　☎03-5320-4778　お問い合わせ

｢伝統的工芸品月間国民会議全国大会｣が
東京都で初めて開催されます

イベント

サブ会場  JPタワー･KITTE、
              東京ビルTOKIA、丸ビル
日　時  3日 〜6日  11時〜19時

              （TOKIAのみ3日は21時まで）

メイン会場  東京国際フォーラム
日　時   11月4日 ･5日 ･6日

                11時〜19時
                （6日は17時）

◦全国の伝統的工芸品等の展示･販売
◦全国の職人による製作実演
◦職人の手ほどきによる体験教室
◦海外著名ショップが手掛ける期間限定店
◦これからを担う職人たちの作品展

◦ 実感ゾーン(伝統工芸の素材、道具等)、科学ゾーン
(伝統工芸品の分解など)、未来ゾーン(次世代の技
術に応用される伝統工芸の技を紹介)の展示

◦ 伝統工芸品が使われていた江戸の暮らしの再現や
現代生活への新たな取り入れ方を提案する展示

◦全国の産地からの逸品を展示

江戸東京きらりプロジェクト
会　場  丸ビル
日　時  3日 〜6日 11時〜19時
東京の老舗企業等の伝統の技による｢宝物｣を
磨き上げて発信。
◦ モデル事業（東京ブランド確立のための先導

的な取り組み）による商品展示・実演　など
産業労働局企画計理課　☎03-5320-4607

職 員 採 用

教育庁特別支援教育課☎03-5320-
6750

特別支援学校�学校介護職員
�（非常勤職員）�
　職務／肢体不自由特別支援学校で
の児童・生徒の介護。資格／介護業
務従事経験、介護福祉士、介護職員初
任者研修、各種教員免許（要介護経験）
等。配置校／光明学園ほか。人員／
100人程度。採用／30年4月。選考／
〈1次〉書類、〈2次〉面接。締切／12月
15日（必着）。

教育庁特別支援教育課☎03-5320-
6746

東京都公立学校教職員
採用候補者選考（実習助手）
　職務／実験・実習の教員補佐。採用
／30年4月1日以降。締切／11月13日

（消印）。募集要綱等詳細は で。
教育庁選考課☎03-5320-6787

公立学校�特別支援教室専門員
�（非常勤職員）�
　職務／特別支援教室での連絡調整、
指導記録作成等。資格／教員免許、特
別支援教育支援員の業務従事経験等。
配置校／都内公立小学校。人員／450
人程度。採用／30年4月。選考／〈1
次〉書類、〈2次〉面接。締切／11月30日

（必着）。

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。



☆お出かけは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆

Information／暮らしの情報10
平成29年（2017年）11月1日　第867号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

学　ぶ

都立広尾病院都民公開講座�
　「歯科と全身疾患とのかかわり」11月15
日 19時。当日先着100人。

同病院☎03-3444-1181

最先端の福祉体験
TOKYO�SOCIAL�FES�2017�

　11月19日 11時〜18時、渋谷ヒカリ
エで。誰でも楽しみながら福祉を知るこ
とができる体験型イベント。視覚障害の
世界を体験する暗闇エンターテイメントや
VRを活用した認知症体験（当日先着順）、
専門家によるトークライブなど。

福祉保健局地域福祉推進課 ☎03- 
5320-4049

適正飼養講習会
「ネコとヒトのコミュニケーション」�
　11月23日 15時、都庁都民ホールで。
抽選で280人。猫の心理学、東京都登録
譲渡対象団体の紹介など。申込／11月
16日（消印）までに か往復はがきに催し
名・代表者の住所・電話・全員の氏

ふり

名
がな

を
書き、〒163-8001東京都福祉保健局環
境保健衛生課（☎03-5320-4412）へ。

パパママサミット2017〜我が家流
ライフ・ワーク・バランスをさぐる�

　「（やさしさ+ちょっとの想像力）×行動＝
納得のパートナーシップ」11月25日 13
時、東京ウィメンズプラザで。250人。基
調講演「働いて、家族と生きる」、パネル
ディスカッション、パートナーシップに関
する提言。出演／小島慶子（エッセイスト）
ほか。申込／11月19日まで（託児希望者
は13日まで）に か所定の申込書（ で入
手可）をファクスで同サミット事務局（☎03-
3554-5170） 03-5966-5773へ。

同プラザ☎03-5467-1980

豊洲市場見学会�
　①11月16日 ②25日 10時・11時・
13時・14時。抽選で各回30人。申込／
①11月2日〜8日②10日〜16日（必着）ま
でに か往復はがきに希望日（1枚1日）・
希望時間（複数可）・人数（2人まで）・代表
者の住所・電話・全員の氏

ふり

名
がな

・年齢・性
別を書き、〒163-8001中央卸売市場総
務課（☎03-5320-5720）へ。

11月14日は世界糖尿病デー
ブルーライトアップイベント�

　40歳〜74歳の都民の約3人に1人は、
糖尿病発症者かその予備群です。定期的
に健康診断を受け、できることから生活
習慣を見直しましょう。イベント／11月
14日 ・15日 ・16日 、都庁舎・東
京芸術劇場・東京ゲートブリッジ・東京
ビッグサイト（14日のみ）・駒沢オリンピッ
ク公園をシンボルカラーの青色でライト
アップ。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4356

道路見学ツアー
「標識工場見学」�
　12月7日 12時、西新宿集合。抽選
で40人。申込／11月10日（消印）までに

か往復はがきに催し名・人数（2人ま
で）・全員の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話を書
き、〒163-0720東京都道路整備保全公社

（☎03-5381-3380）へ。

東京�橋と土木展�

　11月20日 〜24日 8時〜21時（20
日は12時から、24日は17時まで）、新宿
駅西口広場で。勝

かち

鬨
どき

橋
ばし

・永
えい

代
たい

橋
ばし

・清洲橋
3橋（国指定重要文化財）の模型展示など。

土木技術支援・人材育成センター☎
03-5683-1500

歴史的建造物保存の
チャリティイベント（見学会）�

　12月3日 10時30分・13時30分、自
由学園（東久留米市）で。抽選で各回40
人。中学生以上は1,000円（東京歴史ま
ちづくりファンドへ）。申込／11月10日（消
印）までに か往復はがきに催し名・希
望時間・人数（4人まで）・代表者の住所・
電話・全員の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、〒163-
8001東京都都市整備局緑地景観課（☎
03-5388-3359）へ。

東京港夜景観賞ツアー�

　11月29日 18時30分、TOKYOミナト
リエ（江東区）集合。抽選で250人。東京臨
海部についての展示見学、船で東京港内
見学。申込／11月10日（消印）までに か
往復はがきに催し名・人数（4人まで）・代
表者の住所・氏

ふり

名
がな

・電話を書き、東京都港
湾振興協会（〒135-0064江東区青海2-4-
24-20階）☎03-5500-2585へ。

東京港ファミリー土曜見学会�

　12月2日・16日 14時、TOKYOミナ 
トリエ（江東区）集合。小・中学生と保護者
を含むグループ、各日60人（1グループ4人
まで）。東京臨海部についての展示見学、
船で東京港内見学。申込等詳細は で。

港湾局総務課☎03-5320-5524

｢水道キャラバン(大人向け出前講座)｣
｢水道歴史館ガイドツアー｣同時開催�

　11月15日 13時30分〜16時、水道歴
史館で。当日先着60人(13時から整理券
配布)。24時間安定して水道水を届ける
取り組み、震災への備え等の説明。江戸
時代から近現代までの上水道の歴史の解
説。参加者に防災グッズ等をプレゼント。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

監察医務院公開講座�
　11月9日 13時、南大塚ホール（豊島
区）で。当日先着250人。講演「監察医が
語る『髄膜炎』『胃潰瘍』の経験談」「法医学
と文学」、症例紹介のパネル展示。

同院☎03-3944-1481

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」11月17日
13時〜15時30分。②「教養講座」26日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」8日〜12月6日毎 13時30分〜16
時。④「コミュニケーション教室」11月25
日 13時30分〜16時。⑤「教養講座（昼
の部）」10日 13時30分〜16時。いずれ
も東京都障害者福祉会館で。各日50人。
事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

東京都環境科学研究所
�「公開研究発表会」�

　11月30日 13時〜17時10分､都庁
都民ホールで｡当日先着250人｡ヒートア
イランド現象についての講演､海辺の生
態系機能や食品ロスについての研究成
果発表ほか。

同研究所☎03-3699-1333

食品ロス削減シンポジウム�

　11月30日 14時､東京ウィメンズプラ
ザで。都内在住・在勤・在学の方、250
人。食品ロスと環境問題をテーマに、持続
可能な社会の実現に向けた消費行動を考
える｡申込／11月20日までに か電話、
ファクスで消費生活総合センター☎03-
3235-4167、 03-3235-1229へ。

「催し」の続き
催　し

イベント

日　時 　11月26日 10時〜17時
会　場 　ベルサール秋葉原
内　容 　�◦著名タレントによるトークショー

◦各国の伝統芸能･音楽ステージパフォーマンス
◦世界各国の食文化体験
◦民族衣装･着物着付け体験＆フォトスポット　ほか

　東京のグローバル化を促進するため、日本人も外国人も楽しめる、国
際交流･多文化触れ合いイベントを開催します。

東京多文化フェス
〜Tokyo Multicultural Fes.を開催

同イベント事務局　☎03-5427-5586
生活文化局地域活動推進課　☎03-5320-7738
http://www.tabunka-fes.tokyo/

お問い合わせ

　監査委員は、都が28年度に実施した事務や事業を対象に定例監査を行
い、153件について事務の改善を求めました。

監査事務局総務課　☎03-5320-7017
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

定例監査結果についてお知らせします
監　査

★ 総務局は、帰宅困難者の徒歩帰宅を支援するための施設として、コン
ビニエンスストアなどを災害時帰宅支援ステーションとして指定し
ていますが、インターネット上で公開されている情報が最新のものと
なっていませんでした。

★ 契約内容を変更する場合は、書面による手続きを行わなければなりま
せん。しかし、複数局で委託契約や工事契約の業務内容の変更を口頭で
指示するなど、書面による手続が行われていない事例がありました。

主 な 指 摘 事 例

東京水辺ライン　水上バスで
行く小林祐一の歴史散歩�

　①「浅草鷲
おおとり

神社酉
とり

の市」11月30日 9
時15分。4,800円（食事付）。②「忠臣蔵

『両国編』」12月6日 9時30分。3,600
円。③「忠臣蔵『泉岳寺編』」8日 9時15
分。4,700円。各日30人。集合場所／①

③両国待合所②総武線両国駅。申込／①
11月18日②③22日（必着）までに往復は
がきに催し名・人数（大人・小学生の別）・
代表者の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話・ファクス
を書き、東京水辺ライン（〒130-0015墨
田区横網1-2-15）☎03-5608-8869へ。

吾妻橋の錦絵

自由学園初等部食堂

※ ＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル
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東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

検索東京動画

自然・公園

体験の森の催し�

　①「集まれ山ガール・鷹ノ巣山」12月9
日 〜10日 。②「奥多摩登山・川苔山」
16日 〜17日 。③「森の家の忘年会・
忘年会と正月準備」23日 〜24日 。い
ずれも中学生以上（①は女性限定）、抽選
で20人。①②12,000円③12,400円（1
泊4食付）。申込／①11月9日②16日③
23日（消印）までにはがきかファクスに催し
名・全員の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・性別・電
話を書き、奥多摩都民の森（〒198-0222
西多摩郡奥多摩町境654）☎0428-83-
3631、 0428-83-3633へ。

大人のための
動物園・水族園講座�
上野動物園☎03-3828-5171（〒110-
8711台東区上野公園9-83）①「半日で学
ぶ楽しみ方」11月28日 ・29日 ②「鳥
のはね大研究」30日 。
多摩動物公園☎042-591-1611（〒191-
0042日野市程久保7-1-1）①「一日で学ぶ
楽しみ方」24日 ②「オランウータンの世
界」25日 。
井の頭自然文化園☎0422-46-1100

（〒180-0005武蔵野市御殿山1-17-6）① 
「一日で学ぶ楽しみ方」12月3日 ②「げっ
歯類学入門」1日 。
葛西臨海水族園☎03-3869-5152（〒 
134-8587江戸川区臨海町6-2-3）①「一
日で学ぶ楽しみ方」14日 ②「海鳥学入

門」15日 。
　いずれも9時30分。16歳以上、各日①
20人②15人。申込／11月11日（消印）まで
に往復はがきに参加希望講座（①②いず
れか）・希望日・人数（2人まで）・代表者
の住所・電話・全員の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、
各園へ。

都内の紅葉情報を
お知らせします�

　11月2日〜12月15日。都立公園等42
カ所の紅葉情報を でお知らせします。

建設局公園緑地部☎03-5320-5372

秋の東京いい庭キャンペーン�����
〜東京の日本庭園の魅力に触れよう�

　11月11日〜12月3日、都内29ヵ所の
日本庭園で。コンサートやライトアップな
ど、各庭園の魅力発信イベントを実施。

建設局公園課☎03-5320-5168

六義園
「紅葉と大名庭園のライトアップ」�
　11月18日〜12月6日。21時まで開園。

文化・スポーツ

特別支援学校総合文化祭
「音楽会」�
　11月15日 9時50分〜16時30分、オ
リンピック記念青少年総合センターで。

教育庁特別支援教育指導課☎03-5320 
-6868

「こども芸能体験ひろば�in�新宿」
ワークショップ参加者募集�

　11月23日 13時〜16時10分（各分野
2回実施）、芸能花伝舎で。対象／小学生。
分野／落語、狂言、和妻、三味線、日本
舞踊。抽選で各回1分野につき30人。締
切／11月12日。申込等詳細は で。

同事務局☎03-5909-3060か東京芸
術劇場☎03-5391-2116

TURNミーティング�
　11月19日 14時〜17時、東京藝

げい

術
大学で。アーティストや研究者等のゲスト
と共に、社会とTURNの「接点」について
考察する勉強会を実施。

アーツカウンシル東京☎03-6256-
8435か生活文化局文化振興部☎03-
5320-7736

WERIDE三宅島
エンデューロレース�

　11月11日 ・12日 。噴火災害から 
の復興を目指す三宅島でのオートバイ
レース。

同事務局☎048-627-9730か総務局
振興企画課☎03-5388-2444

お問い合わせ 各公演については主催団体へ。都民芸術フェスティバルについては東京芸術劇場　☎03-5391-2116　

鑑　賞

2 018都民芸術フェスティバル
◦鑑賞券は、各主催団体でお求め下さい。
◦各公演の詳細は、都民芸術フェスティバルHPかパンフレット(都庁案内所ほかで12月上旬より配布予定）で｡掲載以外の公演も有。

演目 開催日時 会場 前売開始日 主催団体

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

東京フィルハーモニー交響楽団 1月19日 19時

東京芸術劇場

全8公演セット券：
発売中 
1回券

（インターネット）：
発売中 
1回券（電話）：
11月9日

日本演奏連盟　☎03-3539-5131

NHK交響楽団 1月31日 19時
東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 2月8日 19時
東京交響楽団 2月20日 14時

新日本フィルハーモニー交響楽団 2月28日 19時

読売日本交響楽団 3月5日 19時

日本フィルハーモニー交響楽団 3月13日 19時
東京都交響楽団 3月15日 19時

室
内
楽

日本の歌・シリーズNo.3
「日本人の愛のかたちVol.2〈うた〜歌〜唄〜詩〉」 1月24日 19時

東京文化会館
インターネット：
発売中 
電話：11月9日

「カルテットが紡ぐ極上の響き」 2月21日 19時
「変奏曲とソナタへの誘い」 3月1日 19時

オ
ペ
ラ

藤原歌劇団公演　オペラ｢ナヴァラの娘｣｢道化師｣ 1月27日 ･28日 東京文化会館 発売中
日本オペラ振興会　☎03-6721-0874

日本オペラ協会公演　オペラ｢夕鶴｣ 2月17日 ･18日 新宿文化センター 発売中

東京二期会オペラ劇場｢ローエングリン｣ 2月21日 ･22日
･24日 ･25日 東京文化会館 発売中 東京二期会　☎03-3796-1831

バ
レ
エ

牧阿佐美バレヱ団公演「ドン･キホーテ」 3月3日 ･4日 文京シビックホール 11月29日 牧阿佐美バレヱ団　☎03-3360-8251
東京シティ･バレエ団公演「白鳥の湖」 3月3日 ･4日 ･6日 東京文化会館 11月8日 東京シティ･バレエ団　☎03-5638-2720
日本バレエ協会公演「ライモンダ」 3月10日 ･11日 東京文化会館 11月20日 日本バレエ協会　☎03-5437-0372

現
代
演
劇

劇団俳優座公演｢いつもいつも君を憶ふ｣ 1月11日 〜21日 俳優座劇場 発売中 劇団俳優座　☎03-3405-4743
虚構の劇団公演｢もうひとつの地球の歩き方〜
How to walk on another Earth.」

1月19日 〜28日 座・高円寺1
11月25日 サードステージ　☎03-5937-4252

2月15日 〜18日 東京芸術劇場
ミュージカル｢HEADS UP!｣ 3月2日 〜12日 TBS赤坂ACTシアター 発売中 石井光三オフィス　☎03-5797-5502

染井門を臨時開門。もみじ・抹茶茶屋、庭
園ガイドなど。

同園☎03-3941-2222

檜原都民の森の催し�

　①自然教室「モミの葉でクリスマスリー
ス作り」11月26日 。100円。「氷 花と
バードウォッチング」12月2日 。100円。
②木工教室「コンパクト飾棚」11月26日

。3,100円。「そば打ち道具」12月3日
。4,100円。③特別イベント「竹馬作り教

室」11月25日 。100円。「陶芸教室」12

月3日 。100円。申込／催し開催日の2
週間前（必着）までに か往復はがきに催
し名・開催日・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・性別・
電話を書き、檜原都民の森（〒190-0221
檜原村7146）☎042-598-6006へ。

東京都観光菊花大会��������������
約1,300点の力作が一堂に会する�

　11月1日〜23日10時〜16時（23日は
12時）、日比谷公園で。大菊盆

ぼん

養
よう

や盆栽、
江戸菊、懸

けん

崖
がい

など。
産業労働局観光部☎03-5320-4768
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

情報公開

印刷物規格第1類　
印刷番号（28）48

都 民 の 声  ご あ ん な い

テレビ

東京サイト（テレビ朝日） 月曜〜金曜 14:00〜14:04
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:30〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 21:55〜22:00
東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20
放送後に東京都公式動画チャンネル「東京動画」からご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM［89.7MHz］）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎3階南側）

手紙･はがきで 〒163-8001 東京都庁「都民の声総合窓口」へ
ファクスで FAX 03-5388-1233へ
インターネットで 東京都ホームページへ http://www.metro.tokyo.jp/

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
  9:30〜12:00
13:00〜17:00☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   

都政一般相談 ☎03-5320-7725 
交通事故相談 ☎03-5320-7733 月曜〜金曜   9:00〜17:00
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720

「知事への提言」
「都の仕事や職員の
対応への要望」

各種相談

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

都提供のテレビ・ラジオ番組

★�「広報東京都」は新聞折り込みでのお届けのほか、区市町村の窓口・図書館や都の施設・都営地下鉄、郵便
局等にも置いています。
★点字版・音声版もありますので、お知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら☎03-5388-3093へ。
※本紙に記載の会社名・製品名は、一般に各社の商標・登録商標です。

★都民情報ルーム（都庁第一庁舎3階北側）では、都政刊行物の閲覧・販売等をしています。

古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

〈次号（12月1日発行）は、11月30日・12月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

※イベントや施設の利用方法等詳細は、ホームページをご覧下さい

武蔵野の森総合スポーツプラザが
11月25日 にオープンします！ 
　武蔵野の森総合スポーツプラザは、多摩地域のスポーツ拠点として、東京2020大
会のバドミントン、近代五種（フェンシング）、車いすバスケットボールの競技会場に
なります。
　オープニングイベントでは、トップアスリートによるスポーツ教室や、車いすバス
ケットボールのエキシビションマッチなどさまざまなイベントで盛り上げます。皆
さんのご来場を心よりお待ちしています。

オープニングイベント運営事務局　☎03-5771-2368
オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課　☎03-5388-2872
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

　「こころ」「三四郎」といった数々の名作はここで生まれた。明治の文豪･
夏目漱石の故郷であり、生涯を閉じたまち、新宿区。晩年の9年間を過ご
し、芥川龍之介や寺田寅彦ら多くの門下生が集った早稲田南町の邸宅
跡には、生誕150周年を記念してつくられた新宿区立「漱石山房記念館」
がある。見どころは、写真や証言をもとに忠実に再現された書斎だ。10
畳の部屋には2,000冊を超える書物や遺愛品の複製等が並べられ、創
作活動に励む漱石の姿が目に浮かぶようだ。
　通路に描かれた猫に誘われ、階段を上ると、装丁の美しい初版本等貴
重な資料が展示されている。「吾輩は猫である」のモデルとなった飼い
猫の死を弟子に知らせた「はがき」からは、ユーモラスな漱石の人柄が垣
間見られ、直筆の草稿に刻まれたインクのしみは当時の執筆風景を物語
る。また、漱石関連の書籍を閲覧できる図書室や、甘党だった漱石にち
なんだ和菓子類を堪能できるブックカフェも併設されている。
　記念館周辺には、誕生の地
の石碑や「硝

が ら す

子戸
ど

の中
う ち

」等作中
に登場する誓

せ い

閑
か ん  じ  

寺も。同館作
成の周辺まち歩きマップ「漱石
の散歩道」（ から入手）を片手
に、漱石の面影をたどるのもお
すすめだ。

漱石山房記念館外観

愛用品に囲まれた漱石の書斎

漱石山房記念館（新宿区）

漱石山房記念館　☎03-3205-0209　

東西線「早稲田」駅下車、徒歩約10分。都営大江戸線「牛込柳町」下車、徒歩約
15分。10時〜18時（入館は17時30分）。月曜（祝日の場合は翌日）･年末年始
休館。一般300円。小･中学生100円。2階展示室の展示品は一定期間ごとに
入れ替わる。現在の展示は12月3日まで。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093　

夏目漱石の足跡をたどって

=パソコン用壁紙

日　時 　11月25日 10時～16時30分
場　所 　�武蔵野の森総合スポーツプラザ 

調布市西町290-11 
（京王線「飛田給駅」下車徒歩約5分）

主な内容 　�◦私立恵比寿中学スペシャルライブ
◦�京谷和幸（元車いすバスケットボール

日本代表）の解説による車いすバス
ケットボール･エキシビションマッチ
◦�NO LIMITS CHALLENGE（シッティ

ングバレーボール、ウィルチェアーラ
グビーの体験）
◦�小椋久美子（元バドミントン日本代

表）等トップアスリートによるスポー
ツ教室
◦�みんなのメダルプロジェクト（使用済

み小型家電の回収）　ほか

生活文化局情報公開課　☎03-5388-3134　お問い合わせ

公文書情報をインターネットで
提供するサービスを開始
　東京都では、依頼のあった公文書情報について、電子データの無料提供を行う「公
文書情報提供サービス」を開始しました。
　従来の公文書開示請求とは異なり、提供依頼手続きや公文書情報のデータの受け
取りが、自宅や職場のパソコンから可能です。
　このサービスを利用するに当たっては、東京共同電子申請･届出サービスのID登録
が必要となります。　

利用方法等の詳細はホームページをご覧下さい。

私立恵比寿中学




